
■トリスを買って東北6県内の温泉郷エリアの宿で使えるオリジナル温泉宿泊券が当たる!」キャンペーン 宿泊券が使える宿一覧
県 宿名 住所 TEL

辰巳館 青森市浅虫字山下281 017-752-2222

旅館小川 青森市浅虫字山下280 017-752-3202

南部屋海扇閣 青森市浅虫字蛍谷31 017-752-4411

宿屋つばき 青森市浅虫字蛍谷25 017-752-2001

ﾎﾃﾙ秋田屋 青森市浅虫字蛍谷293-12 017-752-3239

浅虫さくら観光ﾎﾃﾙ 青森市浅虫字坂本51-1 017-752-3355

旅館柳の湯 青森市浅虫字山下236 017-752-2023

椿 館 青森市浅虫字内野14 017-752-341

旅館さつき 青森市浅虫字蛍谷71-7 017-752-2352

秋田県 元湯 雄山閣 秋田県男鹿市北浦湯本字草木原52 0185-33-3121

 佳松園 花巻市湯本1-125-2 0198-37-2111

 ホテル千秋閣 花巻市湯本1-125 0198-37-2111

 ホテル紅葉館 花巻市湯本1-125 0198-37-2111

 ホテル花巻 花巻市湯本1-125 0198-37-2111

 割烹旅館 廣美亭 花巻市湯本1-88-1 0198-27-2216

 やまゆりの宿 花巻市台2-57-9 0198-27-2055

 観光荘 花巻市台1-166-1 0198-27-2244

 旅館かねがや 花巻市台1-186 0198-27-2344

 中嶋旅館 花巻市台1-190 0198-27-2021

 松田屋旅館 花巻市台2-20 0198-27-2356

 ホテル三右ェ門 花巻市台2-45 0198-27-4511

 はな 台の湯 花巻市台2-64 0198-27-2561

 そめや旅館 花巻市台2-62 0198-27-2809

 滝の湯旅館 花巻市台1-161 0198-27-2454

 吉野屋旅館 花巻市台2-57-1 0198-27-2744

 ホテル銀河パークはなまき 花巻市金矢5-251-1 0198-27-2811

 結びの宿  愛隣館 花巻市鉛字西鉛23 0198-25-2619

 藤三旅館 花巻市鉛字中平75-1 0198-25-2311

 十三月 花巻市鉛字中平75-1 0198-29-6222

 優香苑 花巻市下シ沢字中野53-1 0198-29-4126

別墅 清流館 花巻市下シ沢字中野66 0198-29-4126

 山水閣 花巻市湯口字大沢181 0198-25-2021

ホテルさつき 花巻市湯口字佐野21-8 0198-25-2110

別邸楓 花巻市湯口字佐野21-8 0198-25-2110

湯の杜ホテル志戸平 花巻市湯口字志戸平27-1 0198-25-2110

游泉 志だて 花巻市湯口字志戸平11-2 0198-25-3939

悠の湯 風の季 花巻市湯口字松原36-3 0198-38-1125

青森県

岩手県



湯の宿 伊藤屋 山形市蔵王温泉21 023-694-9027
ヴァルトベルク 山形市蔵王温泉889-2 023-694-9300
海老屋旅館 山形市蔵王温泉3 023-694-9011
おおみや旅館 山形市蔵王温泉46 023-694-2112
大平ホテル 山形市蔵王温泉825 023-694-9422
岩清水料理の宿 季の里 山形市蔵王温泉1271-1 023-694-2288
五感の湯 つるや 山形市蔵王温泉710 023-694-9112
こけしの宿 招仙閣 山形市蔵王温泉22 023-694-9015
ZAOセンタープラザサンハイム 山形市蔵王温泉903-2 023-694-9251
蔵王プラザホテル 山形市蔵王温泉2 023-694-9111
蔵王アストリアホテル 山形市蔵王温泉横倉外5 023-694-9603
蔵王国際ホテル 山形市蔵王温泉933 023-694-2111
蔵王四季のホテル 山形市蔵王温泉1272 023-693-1211
蔵王つららぎの宿 花ゆらん 山形市蔵王温泉28 023-694-9200
すゞのや 山形市蔵王温泉6 023-694-9133
高砂屋旅館 山形市蔵王温泉23 023-694-9026
タカミヤビレッジホテル樹林 山形市蔵王温泉814 023-694-9511
ホテル オークヒル 山形市蔵王温泉丈二田756 023-694-2110
ホテル喜らく 山形市蔵王温泉171-2 023-694-2222
ホテルハモンドタカミヤ 山形市蔵王温泉94-1 023-694-2121
ホテルフェブランシェ 山形県山形市蔵王温泉丈二田760-5 023-694-9393
ホテル松金屋アネックス 山形市蔵王温泉1267-16 023-694-9706
ホテルラルジャン蔵王 山形市蔵王温泉中森877-18 023-694-2011
ホテルルーセントタカミヤ 山形市蔵王温泉904-5 023-694-9135
ホテル瑠璃倶楽リゾート 山形市蔵王温泉1118-7 023-694-2520
みはらしの宿 故郷 山形市蔵王温泉清水坂890-1 023-694-2355
深山荘 高見屋 山形市蔵王温泉54 023-694-9333
名湯舎 創 山形市蔵王温泉48 023-666-6531
吉田屋旅館 山形市蔵王温泉13 023-694-9223
ルベール蔵王 山形市蔵王温泉中森878-5 023-694-9351
わかまつや 山形市蔵王温泉39 023-694-9525
エコーハウス 山形市蔵王温泉758-20 023-694-9500
オーベルジュ樹氷 山形市蔵王温泉759 023-694-9700
川井スキーハウス 山形市蔵王温泉上の台73 023-694-9130
キャンドル 山形市蔵王温泉51 023-694-9883
蔵王上の台ロッジ 山形県山形市蔵王温泉上の台758 023-694-9158
蔵王釣堀 山形市蔵王温泉678 023-694-9202
山麓ヒュッテ 山形市蔵王温泉1118-1 023-694-9445
Ｆｏｒｅｓｔ ｉｎｎ ＳＡＮＧＯＲＯ 山形市蔵王温泉中央高原 023-694-9330
ジンギスカンロッジ 山形県山形市 蔵王温泉上ノ代7582 023-694-9546
デァ・ヴェルデ 山形市蔵王温泉上ﾉ台808-5 023-694-2225
どさん娘 蔵王のいえ民宿 山形市蔵王温泉904-4 023-694-9093
ビーハイヴ 山形市蔵王温泉932-10 023-694-2100
ペンションぷうたろう 山形市蔵王温泉字川前934-26 023-694-9872
ペンションぼくのうち 山形市蔵王温泉904 023-694-9542
雪ぐら 山形市蔵王温泉904-3 023-694-9218
利久 山形市蔵王温泉34 023-694-9406
ロッジアンティロープ 山形県山形市蔵王温泉丈二田752-10 023-694-9396
ロッジ蔵王ドッコ沼 山形市蔵王温泉ドッコ沼畔 023-694-9301
ロッジスガノ 山形市蔵王温泉878-25 023-694-9355
ロッジスコーレ 山形市蔵王温泉746 023-694-9320
ロッジまつぽっくり 山形市蔵王温泉25 023-694-9317
ロッジやまびこ  山形県山形市蔵王温泉上ノ代７５８１１ 023-694-9019
ロッジ伊沢 山形県山形市蔵王温泉上ノ代７５８３ 023-694-9540
ロッジ蔵王スキースクール 山形市蔵王温泉758-18 023-694-9357
ろばた 山形市蔵王温泉42-7 023-694-9565
ペンション あっぷる 上山市小倉大森1968-58 023-679-2329
ペンション 木いちご 上山市小倉大森1968-43 023-679-2177
ペンション 木もれ陽 上山市小倉大森1968-50 023-679-2300
ペンション スイス 上山市小倉大森1968-59 023-679-2129
ペンション ステラ 上山市小倉大森1968-54 023-679-2320
ペンション ビートル 上山市小倉大森1968-47 023-673-1651
ペンション エプロンステージ 上山市小倉大森1968-42 023-679-2309
ペンション ブラウン 上山市小倉大森1968-45 023-679-2970
ペンション 櫻 上山市小倉大森1968-55 023-672-1270
ＫＫＲ白銀荘 山形市蔵王温泉904-8 023-694-9187
国民宿舎・竜山荘 山形市蔵王温泉938-4 023-694-9457

山形県



ゆさや旅館 大崎市鳴子温泉字湯元84 0229-83-3441 ※予約は0229-83-3441

大江戸温泉物語 鳴子温泉ますや 大崎市鳴子温泉字湯元82 0229-83-2213 ※予約は0229-83-3441

源蔵の湯 鳴子観光ホテル 大崎市鳴子温泉字湯元41 0229-83-2333 ※予約は0229-83-3441

鳴子ホテル 大崎市鳴子温泉字湯元36 0229-83-2001 ※予約は0229-83-3441

湯元 吉祥 大崎市鳴子温泉字湯元58-10 0229-82-4451 ※予約は0229-83-3441

登良家旅館 大崎市鳴子温泉字湯元26-3 0229-83-3131 ※予約は0229-83-3441

義経ゆかりの湯 姥乃湯 大崎市鳴子温泉字河原湯65 0229-83-2314 ※予約は0229-83-3441

旅館 岡崎荘 大崎市鳴子温泉字新屋敷51 0229-83-4050 ※予約は0229-83-3441

扇屋 大崎市鳴子温泉字新屋敷38-1 0229-83-3205 ※予約は0229-83-3441

西多賀旅館 大崎市鳴子温泉字新屋敷78-3 0229-83-2117 ※予約は0229-83-3441

東多賀の湯 大崎市鳴子温泉字新屋敷160 0229-83-3133 ※予約は0229-83-3441

国民宿舎 ホテルたきしま 大崎市鳴子温泉字新屋敷28-1 0229-83-3054 ※予約は0229-83-3441

旅館 すがわら 大崎市鳴子温泉字新屋敷5 0229-83-2022 ※予約は0229-83-3441

大江戸温泉物語 鳴子温泉幸雲閣 大崎市鳴子温泉字車湯17 0229-83-2329 ※予約は0229-83-3441

鳴子パールホテル 大崎市鳴子温泉字車湯56-4 0229-83-2112 ※予約は0229-83-3441

ホテル亀屋 大崎市鳴子温泉字車湯54-6 0229-83-2211 ※予約は0229-83-3441

鳴子旅館 大崎市鳴子温泉字車湯54-11 0229-83-3820 ※予約は0229-83-3441

旅館 弁天閣 大崎市鳴子温泉字車湯87 0229-83-2461 ※予約は0229-83-3441

旅館 大沼 大崎市鳴子温泉字赤湯34 0229-83-3052 ※予約は0229-83-3441

勘七湯 大崎市鳴子温泉字赤湯18 0229-83-3038 ※予約は0229-83-3441

いさぜん旅館 大崎市鳴子温泉字赤湯11 0229-83-3448 ※予約は0229-83-3441

初音旅館 大崎市鳴子温泉字鷲ノ巣90 0229-83-2166 ※予約は0229-83-3441

旅館 なんぶ屋 大崎市鳴子温泉字鷲ノ巣90-18 0229-83-3437 ※予約は0229-83-3441

髙友旅館 大崎市鳴子温泉字鷲ノ巣33-1 0229-83-3170 ※予約は0229-83-3441

馬場温泉 大崎市鳴子温泉字馬場102 0229-83-3378 ※予約は0229-83-3441

阿部旅館 大崎市鳴子温泉字赤這125-1 0229-83-2053 ※予約は0229-83-3441

ホテル ニューあらお 大崎市鳴子温泉字赤湯40 0229-83-3062 ※予約は0229-83-3441

久田旅館 大崎市鳴子温泉字久田67 0229-84-7639 ※予約は0229-83-3441

星の湯旅館 大崎市鳴子温泉字星沼36-20 0229-87-2311 ※予約は0229-83-3441

旅館 三之亟湯 大崎市鳴子温泉字星沼77-53 0229-87-2120 ※予約は0229-83-3441

なかやま山荘 大崎市鳴子温泉字星沼19-24 0229-87-2101 ※予約は0229-83-3441

鳴子船員保険保養所鳴子やすらぎ荘 大崎市鳴子温泉字星沼18-2 0229-87-2121 ※予約は0229-83-3441

名湯秘湯 うなぎ湯の宿 琢ひで 大崎市鳴子温泉字星沼20-9 0229-87-2216 ※予約は0229-83-3441

四季の宿 花渕荘 大崎市鳴子温泉字星沼133-2 0229-87-2146 ※予約は0229-83-3441

旅館 ゆさ 大崎市鳴子温泉字新町下52-1 0229-84-7676 ※予約は0229-83-3441

越後屋旅館 大崎市鳴子温泉字川渡24-9 0229-84-7005 ※予約は0229-83-3441

藤島旅館 大崎市鳴子温泉字川渡84 0229-84-7412 ※予約は0229-83-3441

公立学校共済組合鳴子保養所 玉造荘 大崎市鳴子温泉字川渡62 0229-84-7330 ※予約は0229-83-3441

湯あみの宿 ぬまくら 大崎市鳴子温泉字川渡38-1 0229-84-7253 ※予約は0229-83-3441

東五郎の湯 髙東旅館 大崎市鳴子温泉字築沢23-1 0229-84-7220 ※予約は0229-83-3441

山ふところの宿 みやま 大崎市鳴子温泉字要害91 0229-84-7641 ※予約は0229-83-3441

こはく湯の宿 中鉢 大崎市鳴子温泉字要害38-5 0229-84-7951 ※予約は0229-83-3441

民宿旅館 二宮荘 大崎市鳴子温泉字馬場136 0229-83-3778 ※予約は0229-83-3441

とどろき旅館 大崎市鳴子温泉⿁首字轟1 0229-86-2311 ※予約は0229-83-3441

大新館 大崎市鳴子温泉⿁首字宮沢22 0229-86-2822 ※予約は0229-83-3441

吹上温泉 峯雲閣 大崎市鳴子温泉⿁首字吹上16 0229-86-2243 ※予約は0229-83-3441

リゾートパーク ホテルオニコウベ 大崎市鳴子温泉⿁首字大清水26-29 0229-86-2011 ※予約は0229-83-3441

元湯甲子温泉旅館大黒屋 福島県西白河郡西郷村真船字寺平1 0248-36-2301

新甲子温泉五峰荘 福島県西白河郡西郷村真船字馬立1 0248-36-2222

新甲子温泉みやま荘 福島県西白河郡西郷村真船字馬立1 0248-36-2001
（2021.6.18現在）

宮城県

福島県


